
緒 言

上部進行胃癌では脾門および脾動脈幹リンパ節郭清

の目的で膵脾合併切除や脾摘が行われ，標準術式とし

て定着しているが，これらの術式では術後膵液瘻など

の合併症も少なくなく，その適応については十分に考

慮する必要がある．

上部胃のリンパ系は小彎側の左胃動脈領域と大彎側

の脾動脈領域に分けられる1）2）．これにしたがえば，脾

動脈領域のリンパを受ける脾門リンパ節に左胃動脈領

域である小彎側の病変から転移が起こるかは疑問であ

る．

そこで実際に脾門リンパ節転移を認めた症例を対象

として，腫瘍占居部位を明らかにし，脾門リンパ節郭

清の適応について，特に小彎病変に脾門リンパ節郭清

が必要かを検討した．

対象と方法

1978年～1994年に当院外科にて膵脾合併切除（386

例）または脾摘（129例）のかたちで脾門リンパ節郭清

が行われた単発上部胃癌（U，UE，UM，UME）根治

切除例（根治度A+B）515例を対象として，脾門リンパ

節転移率，深達度別転移率，腫瘍占居部位，腫瘍占居

部位別転移率および腫瘍径を検討した．腫瘍占居部位

は手術記録または標本のスケッチをもとに，Rou-

viere1）の左胃動脈領域と脾動脈領域にならい，胃上部

を左側（大彎側）のA領域と右側（小彎側）のB領域

に分け，病変が両領域をまたぐ場合はA領域に属する

病変とした．すなわち，B領域の病変は小彎側に限局す

る病変ということになる．さらに，小彎側から脾門リ

ンパ節に転移を認めた症例について，脾門以外のリン

パ節転移状況，その他の臨床病理学的事項について検

討した．なお，用語は胃癌取扱い規約第13版3）に沿った．

結 果

脾門リンパ節郭清が行われた上部胃癌515例中，同リ

ンパ節の転移を認めたのは68例，13.2％であった．脾門

リンパ節郭清例の深達度別の内訳および転移率を Ta-

ble 1に示した．深達度別転移率は，sm―3.2％，mp―4.9

％，ss―11.6％，se―20.0％，si―26.3％であり深達度が深

くなるにしたがい転移率が高くなっていた．

つぎに腫瘍占居部位について検討した．脾門リンパ

節転移例68例中57例，83.8％はA領域の病変であった．

一方，B領域を占める症例はわずか11例，16.2％であっ

た（Fig. 1）．脾門リンパ節郭清例全例の腫瘍占居部位

は大彎病変（A）が355例でそのうち転移例は57例（16.1

％）であった．一方，小彎病変（B）は160例で，転移

例は11例（6.9％）であった．また，深達度別の比較で
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Table 1　Depth of tumor with splenic hilar lymphnodes dissection and node 
positive rates according to depth of invasion

SISESSMPSMM

19
（ 3.7%）

220
（42.7%）

121
（23.5%）

61
（11.8%）

63
（12.2%）

0
（0%）

number of cases

5/19
（26.3%）

44/220
（20.0%）

14/121
（11.6%）

3/61
（ 4.9%）

2/63
（ 3.2%）

0/31
（0%）

metastatic rate

Table 2　Metastatic rates of cases with splenic hilar lymphnodes dissection 
according to tumor location

TotalSISESSMPSMM

57/355
（16.1%）

5/15
（33.3%）

38/169
（22.5%）

10/70
（14.3%）

3/42
（7.1%）

1/39
（2.6%）

0/20
（0%）

Ａ

11/160
（6.9%）

0/4
（　0%）

6/51
（11.8%）

4/51
（7.8%）

0/19
（ 0%）

1/24
（4.2%）

0/11
（0%）

Ｂ

Table 3　Metastatic rates of splenic hilar lymphnodes
 　according to size of tumor

number of casesnodes positive casessize of tumor

14640（27.4%）80 mm＜

23423（ 9.8%）40 mm≦＜ 80 mm

135 5（ 3.7%）＜ 40 mm

も大彎病変（A）で転移率が高かった（Table 2）．

腫瘍径については，脾門リンパ節転移例68例中，

40mm未満の病変は 5例のみで，転移率は5�135（3.7
％）であった（Table 3）．さらに，占居部位との関係で

は，小彎病変（B）は 5例中 1例のみで，40mm未満の

小彎病変は全体で36例であり，2.8％の転移率であっ

た．

脾門リンパ節転移陽性小彎病変（B）11例の腫瘍占居

部位，深達度，他のリンパ節転移状況を Fig. 2に示し

た．11例全例に小彎リンパ節転移を認め，うち10例は

腫大や融合といった転移の所見が著明であった．これ

らの症例の術中診断および臨床病理学的事項を検討す

ると，11例中10例で術中にリンパ節転移陽性と診断さ

れており，さらに大動脈周囲リンパ節転移例を 5例含

んでいた．術中にリンパ節転移なしと診断した 1例の

腫瘍径は60mmと比較的大きな腫瘍であった．また，

腫瘍径40mm未満の病変は 1例のみであった．しかし

この 1例には術中診断可能な，明らかな小彎リンパ節

転移を認めた．肉眼型は 3型を多く認めたが，組織型

には一定の傾向を認めなかった（Table 4）．

Fig. 1 Tumor location of the cases with splenic hilar lymphnodes metastasis
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考 察

上部の進行胃癌に対する膵脾合併切除または脾摘の

目的は，原発巣の切除（膵への直接浸潤を認める場合），

また網�内の播種を確実に切除すること，さらに脾門
および脾動脈幹リンパ節郭清にあると考えられ，上部

進行胃癌の標準術式として定着している．しかし一方

では，術後膵液漏などの合併症の増加4），脾摘の免疫学

的影響5）6）などの問題も含み，その適応は十分に考慮す

る必要がある．膵脾合併切除または脾摘の適応につい

ては多くの検討がなされ7）8），予後や転移率の検討から

進行癌の場合に脾摘または膵脾合併切除を行うべきと

する報告が多い．また，膵脾合併切除と脾摘の比較も

Fig. 2 Cases with splenic hilar lymphnodes metastasis from tumor in lesser curva-

ture
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Table 4　Pathological findings of cases with splenic hilar lymphnodes 
metastasis from lesser curvature

pathological 
types

macroscopic
 types

lymphnodes metastasis 
tumor sizedepth

finalsurgical

tub 2� cN2N165 × 37SM�

por3N3N365 × 60SE�

por3N2N235 × 35SS�

por3N2N250 × 60SE�

sig3N3N290 × 60SE�

tub 23N3N360 × 55SE�

tub 23N3N350 × 55SS�

por5N2N060 × 60SE�

por3N3N370 × 50SS	

tub 12N2N290 × 80SS


pap3N2N360 × 80SE�

多く議論されている9）～11）．しかし，上部胃癌の周在性

からみた脾門リンパ節郭清の適応についての議論は少

ない．

胃のリンパ系については多くの研究がなさ

れ2）12）13），リンパ管の詳細な解剖，検討が行われてき

た．井上14）はヒト胎児による胃リンパ管の詳細な検討

を行い，それによれば脾門へのリンパ管は胃底部およ

び胃体上部左半からのみである．小林ら15）は早期胃癌

単発リンパ節転移例を検討し，胃上部右半の病変は左

胃動脈方向に転移し，脾動脈方向には転移しなかった

と述べている．したがって，胃上部右半のリンパ流は

小彎方向に向かい，左胃動脈リンパ系（小彎リンパ節

から左胃動脈幹リンパ節）に流れ，一方，大彎側のリ

ンパ流のみ脾門に向かう（脾動脈リンパ系）と考えら

れる．以上のように本来のリンパ流からすると，小彎

病変からの脾門リンパ節転移は考えにくい．そこで「小

彎病変からの脾門リンパ節転移はない」との仮説の元，

実際の転移例の腫瘍占居部位を検討し，周在性による

脾門リンパ節郭清の適応，すなわち，小彎病変に脾門

リンパ節郭清は必要かを検討した．

脾門リンパ節郭清例515例中，転移陽性例は68例，

13.2％であり，脾門リンパ節郭清の適応を狭める余地

があると思われた．

腫瘍占居部位の検討では，Rouviere1）の左胃動脈領
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域と脾動脈領域にならい胃上部を正中で分けたが，こ

れは井上14）の小彎方向および脾門方向へのリンパ管の

分布領域とも一致している．腫瘍の一部が脾動脈領域

に入れば，大彎方向への転移がありえると考え，小彎

に病変が限局する症例（B）と，わずかでも大彎側に病

変が存在する症例（A）に分けて検討を行った．A領域

が83.8％で多くは大彎病変からの転移であった．しか

し，小彎のみを占める病変（B）からの転移が11例（16.2

％）に認められた．小彎病変は全体で160例であり，転

移率はわずか6.9％である．また深達度別に比較しても

A領域（大彎側）がB領域（小彎側）より転移率が高

く，より転移し易い傾向がある．しかし，「小彎から脾

門へのリンパ節転移はない」との仮説には反するもの

である．そこでこの11例を詳細に検討した．その結果，

小彎からの転移例では全例に小彎リンパ節転移を認

め，11例中10例は術中に転移陽性と診断できる著明な

小彎リンパ節転移であった．よって，これらの症例で

は高度な小彎リンパ節転移のために小彎側へのリンパ

流が遮断されリンパの方向が変化し，脾門リンパ節に

転移を来したと推察された16）．また，大動脈周囲リン

パ節転移例を 5例含んでおり，小彎病変から脾門リン

パ節に転移をするような症例は大動脈周囲リンパ節転

移をおこしうるほどの症例といえる．さらに，腫瘍径

については，小彎からの脾門リンパ節転移例11例中40

mm未満の病変は 1例のみであった．脾門郭清例全体

で40mm未満の病変を135例認めたが，そのうち脾門リ

ンパ節転移例はわずか 5例であり，小彎病変に限れば

36例中 1例であった．

小彎からの転移例11例中 1例では術中に小彎リンパ

節転移陽性とは診断していなかったが，腫瘍最大径は

60mmであり，40mm以上の病変であった．また，1

例は腫瘍径が40mm未満であったが，明らかな小彎リ

ンパ節転移を認めた．

以上より，胃上部小彎病変では小彎リンパ節に明ら

かな転移を認めず，腫瘍径が40mm未満の場合は脾門

リンパ節郭清の省略が可能であると考えられた．

我が国では手術の合併症の頻度が多くないため，脾

摘の是非についてさほど議論にならないが，欧米での

合併症の頻度は高く17），また，脾摘後の免疫能につい

てはいまだ議論のあるところであり，その是非につい

ては多施設で研究すべき課題と考える．
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Indication for Dissection of Splenic Hilar Lymphnodes for
Upper Gastric Cancer Located in Lesser Curvature

Takashi Nomura, Shigekazu Ohyama, Keiichiro Ohta, Toshiki Matsubara,
Takashi Takahashi, Toshifusa Nakajima and Tetsuichiro Muto

Department of Surgery, Cancer Institute Hospital

Splenic hilar lymphnode dissection is often performed in patients with advanced gastric cancer in the up-
per third of the stomach. In respect to the lymphatic system, there is no route between the lesser curvature
area and the splenic hilus, so cancer located in the lesser curvature may not metastasize to splenic hilus
lymph nodes. We discuss indications for splenic hilar lymph node dissection for cancer in the lesser curvature
of the upper third of the stomach. In 515 cases of curatively resected upper-third gastric cancer with splenic
hilar lymph node dissection, there were 68（13.2％）with positive nodes. Of these, 57 cases（83.8％）had tu-
mors that were located either on the left side or the margin between the left and right areas. But there were
11 cases（16.2％）with lesions located in the lesser curvature. Of these 11 all had positive nodes in the lesser
curvature, and 10 had lymph node swelling and adhesion. So we speculate that metastatic lymph nodes may
block the lymphatic route and change the flow direction of lymphatic fluid, thus, making metastasis to splenic
hilar lymphnodes possible. On the other hand, in considering tumors smaller than 40 mm, there was only one
case with splenic hilar lymph node metastasis located in the lesser curvature. And this one have positive
nodes in lesser curvature. In conclusion, splenic hilar lymph node dissection for cancer located in the lesser
curvature of the upper third of the stomach is unnecessary in cases without metastasis in the lesser curvature
lymph nodes and with tumors smaller than 40 mm.
Key words：gastric cancer in the upper third of the stomach, splenic hilar lymphnodes, pancreatosplenec-
tomy, splenectomy
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